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会 議 録 

会議の名称 日向市立東郷診療所（仮称）整備検討委員会（第六回） 

開 催 日 時 令和３年２月 19 日（金） 19 時 00 分から 20 時 30 分まで 

開 催 場 所 日向市役所４階 委員会室 
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千代反田 晋（日向市東臼杵郡医師会会長） 

金丸 吉昌（全国自治体病院協議会宮崎県支部副支部長、地域医療構想アド

バイザー） 

三浦 雅典（日向市区長公民館長連合会会長） 

橋口 泉（東郷地区区公民館長会代表） 

鈴野 淺夫（東郷町まちづくり協議会会長） 

三輪 勝広（日向市社会福祉協議会常務理事兼事務局長） 

荒砂 建一（公募委員） 

岩田 政詞（公募委員） 

山田 強一（日向市立東郷病院院長） 

長倉 芳照（日向市地域共生・地域医療推進担当理事） 

 

【事務局】 

柏田 武浩（健康福祉部長）、鍋島 浩一（東郷病院事務局長）、 

池田 かおり（東郷病院看護師長）、糸平 和紀（東郷病院事務局長補佐）、 

牧野 敏朗（建設課）、西澤 宗弘（建築住宅課技師） 

議 題 会議資料「会次第」のとおり 

会議資料の名称

及び内容 

１ 会次第 

２ 資料１ 第５回日向市立東郷診療所（仮称）整備検討委員会 

会議録（要旨） 

３ 日向市立東郷診療所（仮称）基本構想（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 



記 録 方 法 □全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

会議内容 

１ 開会 

２ 事務局報告 

 第５回日向市立東郷診療所（仮称）整備検討委員会会議録（要旨）について事務局から報告 

３ 事務局説明 

新診療所の整備地について事務局から説明。質疑・意見等は次のとおり。 

 

（委員） 

東郷診療所の整備地について、アンケート調査した結果、配付数が 1,145 となっており、

これは区費を払っている世帯であり、回収数が 1,067 ということで、回収率が 93.19％であっ

た。 
整備候補地は５か所あったが、その中から投票してもらうこととし、東郷町農産加工施設

敷地が 163 で 15.228％、あくがれ蒸留所北側市有地が 55 で 5.15％、現東郷病院敷地が 544
で 50.98％、東郷総合支所敷地が 109 で 10.22％、旧東郷小学校グラウンドが 143 で 13.40％、

無効が 53 で 4.97％となった。無効というのは、２か所を選んでいたものなどは無効という

判断をしている。その中で、50.98％で過半数であった現東郷病院敷地を区長会としては、お

願いしたいと考えている。これは、住民の総意であるということを踏まえてお願いしたい。 

 

（委員） 

  アンケート調査の結果を尊重したいと思う。しかし、アンケート自体が、果たして住民に

十分な判断材料が提供された中で実施されたとは思わなかった。 

 どこに入れたらいいのかと聞いてきた人たちもいた。比較表が入っていたと思うがと言った

けれども、自分たちが見ても分からないということであった。調査票に同封された５か所の

候補地の比較表だけでは、とても理解しづらかった。適正な判断材料が示されたとは思えな

かった。 

  病院の説明会が開催予定であったが、中止になった。やはり、あの説明会は開催して、検

討委員会で出された意見等を公表して、住民が適正な判断ができるよう、判断材料を与えて

ほしかったと思う。 

  結局、アンケート調査が１か月近い期間をもって行われていたけれども、その間、地域住

民から病院のことに対して、世間話にも上がらないくらい、冷めた考え方が見られた。数人

の方から、どこに入れたらい良いのかという相談を受けたが、検討委員会で出たいろんな内

容等を話しながら、自分で判断してくださいとは答えておいた。そういった中でのアンケー

トは、十分な結果であったのかと考えている。 

 

（委員） 

  私は東郷地域に住んでいるわけではないが、実家にアンケートが回ってきていた。選択と

いう形になっていたが、比較表見ただけで、判断するというのは難しい。委員が言われたよ

うに、本当であれば、デメリットやメリットを説明した上で、実施するのが良かったのでは



ないかと思う。 

  ただ、このアンケート結果を見たときに、やはり現東郷病院敷地が一番多くなっている。

５年前にも改築検討委員会を開いて、いろんな検討をした。そのとき、やはり現東郷病院敷

地がいろんな医療機関の手続き関係や、感染症対策、汚水対策など、そういったことを考え

たときに、割とクリアしやすいということであった。私は、そういう行政的な視点から考え

た。それと、東郷町域で長年、福祉ゾーンとして周辺にやすらぎ館や社協、山陰保育園が整

備されてきた歴史的な経緯を考えると、やはり住民の皆さんがそういったことを判断された

のではないかという気もする。 

  問題は、場所は余程不便なところではない限り、場所というよりも、今から私たちが本当

に論議しなければならないのは、新診療所が入院の設備が無くなり診療所になって、本当に

そこを補え、何らかの住民の皆さんが納得できるようなサービスが提供できる、そんな診療

所になって、みんなが受診していただけるようなものになっていくのか、というような方向

性を見出すことではないかと思う。 

  そのようなことから、このアンケート結果は５年前のことは皆さんご承知の方もいるかも

しれないけれども、いろんな検討をしてきたものを踏まえていただきたい。また、小野田地

区あたりが廃れていいかないよう、発展していくような方向性もこういう機関が残ることに

よって維持されるのではないかと私の個人的な見解もあるが思ったところである。 

 

（委員） 

  私も公募の委員として、それから、東郷の区長会の一区長として、若干補足しておきたい

と思う。 

区長会がアンケートをするという段階の中で、どういう方法で住民の意見を吸い上げるか

というのは、先ほど事務局から説明があったが、12 月 21 日に臨時区長会を開き、10 名の区

長が集まって様々な意見を交わした。やはり、一番意見を吸い上げやすいというか、住民が

やりやすい方法というのはアンケートだろうということで、アンケートという方法を選択し

たわけである。どういう形で分かりやすくするかということについては、この整備検討委員

会で出された、それぞれの候補地のメリット、デメリットの比較表も提示し、説明を区長会

でした上で、各班長を通じてできるだけ住民に説明をしていただくこととした。そのため、

一定期間を設けた方が良いということになった。ただ、一カ所を選ぶだけであるので、本来

からいうと一週間もあればすぐに回収できるものではあった。それを一ヶ月近く期間を設け

たというのは、いろいろと住民同士で意見を交換する場、それから、必要に応じて病院に行

って話を聞く場などを考慮した結果である。そのような経緯をたどりながらやってきた。 

それから、区長会に対しても、様々な団体から質問状が届いた。質問の内容がおかしいの

ではないかというような意見も出たので、臨時区長会を開催し、回答すべきか、回答の必要

はないのではないかなど、いろいろと意見が出された。ただ、同じ町内で二分するというの

は、今後のしこりを残すということもあるので、回答することとなり、回答書を作成し回答

した経緯がある。 

そういったことから、区長会としては、しっかりとした手順を踏んでやっているわけであ

る。そのため、この意見は尊重しないといけないと考えている。必ずしも大多数の意見が、

この東郷病院敷地という形になっているわけではないが、半数を超えている。半数の人がや

はりそういう形を望んでいるのであれば、区長会としては、この意見を住民の総意であると



捉えるべきであるということで、今回、整備検討委員会の中で報告して、また整備検討委員

会の方で議論していただき決めていただこうという結論になっているわけである。 

そのようなことから、このアンケートのやり方というのは、区長会として最大の努力をし

ているということだけは委員の皆さま方にはご承知おきいただきたいと思っている。 

 

（委員） 

  アンケート結果は尊重したいと思うけれども、私はその前に、委員からもあったように、

関係者から我々委員の方に、いろんな圧力というか、意見や反対など、要望書も出ているわ

けであるが、そういったことはあってはならないことであると思っている。 

  議会の一般質問の中でも市長が答えておられるのは、農産加工施設の関係者に対しては必

要な説明を行いたいということであったが、結局、それができなかったわけである。この検

討委員会の中でも、農産加工施設については、反対の意見が出ているということは当初から

出ていたわけであるが、結果的に説得しきれなかったと私は思っている。 

  そのため、私は、その段階で候補地の中から、農産加工施設は除外すべきではなかったの

ではないかと考えている。 

  病院の無床化については、いろんな方から反対が出された。検討委員会の中でも、無床化

反対や病床のある病院として残してほしいという意見があった。 

  しかし、市長は検討委員会の報告を尊重するという形で、無床化を判断されて、住民説明

会もされたわけであるが、この説明会でも相当厳しい反対意見があった。それでも、市長は

責任を持って、疑問というか理解を深めて努力してほしいということであったと思う。結局、

病院の無床化については、そういった東郷地域の大きな反対を押し切って、検討委員会の報

告書を尊重するということで、市長は進めてこられたわけである。今回は、途中ではあるが、

農産加工施設の関係者から反対の意見が出たということについては、結局説得しきれなかっ

たということが、今回のこういった状況をつくり出したと私は感じている。 

  そのようなことから、今後もこういった諮問委員会というか、検討委員会がもたれるかと

思うけれども、やはり、いろんな意見があるのは尊重したいと思う。透明性も尊重したいと

思うけれども、こういった形で検討委員会の委員長に対し、要望書が出せるということにつ

いては、私はそれで結果的に場所が変更になったという検討委員会としての方向性を出すと

すれば、やはり、基本的な大事なことが侵害されたということで納得できない。 

  そのため、検討の過程で、どうしても説得できないので候補地から外したいということで

あれば、よかったのではないかと今更ながら感じている。 

  構想の中でいろいろ書かれているようであるけれども、関係者からの反対があったことか

ら見直しをしたということではあるわけであるが、それはこの場の中での議論であればいい

けれども、要望書という形で出たことは、やはり、おかしいことではないかと私は思ってい

る。 

この現東郷病院敷地については、これまでの会議の中で私も、旧東郷町時代のゾーニング

のことも説明したけれども、コンパクトシティという新しい市のまちづくりの考え方という

のがあるならば、旧東郷町時代のことを持ち出して、いつまでもというわけにはいかないの

で、それはそれとして納得していたわけである。 

この検討委員会の権限に関わる大きな問題であるということを私は指摘させていただきた

いと思う。 



（委員長） 

 私の方からお尋ねしてもよろしいか。 
12 月の検討委員会で区長会の方々にアンケートしていただくなどの話が出た際には、農産

加工施設を外して検討するということにはなっていなかったと記憶しているけれども、委員

はそこを外して検討した方が良かったのではないかということであるが、それは要望として

市の方に上げたのか。 

 

（委員） 

候補地として挙げられていたわけであり、反対意見があるが説得するのか聞いたところ、

説明はまだ行っていないということであったと思うが、振り返ってみれば、説得しきれない

ものを候補地として挙げることが果たして適当であったのかということを今、感じていると

いう私の意見である。 

 

（委員） 

  検討委員会で検討をお願いしているわけであるが、整備地についてスムーズに決める形に

ならなかったということは私どもも残念というか、反省をしているところである。 

 在り方検討委員会では、病院の在り方そのものを検討した。これについては、いかにして東

郷地域に適切な医療を残していけるかということが一番肝心なところであった。その中で、

いろいろ議論をいただき、無床診療所という結論となった。これは、反対があるのは最初か

ら私どもも認識をしていたところであるけれども、日向市の体力の中で、適切に医療を残し

ていくためには、無床診療所という結論しかないであろうということで、反対がある中で進

めたのは事実である。 

  しかしながら、無床診療所という方針を出した後に、場所ということであれば、これはあ

くまでも、その医療の存続に関わるというような話ではなく、いかに住民の方々が利用する

のに適切な場所どうか、その中で、当然、それぞれの場所に対して賛成される方、反対され

る方がいると思う。確かに、農産加工施設について強く反対される方がいたことは事実であ

る。それが、どれくらいの数であったかということはもちろん計れないけれども、確かに強

い反対はあった。 

  ただ、その段階で農産加工施設を支持する方もおり、アンケート結果でも僅差ではあるが

２番目となっている。その中で、反対する方々がいるからということで、俎上から外すとい

うことはなかなか難しい判断ではなかったのではないかと考えている。ただ、結果として、

こうしていろいろと東郷町域の中で議論が起き、委員の方々にご負担をかけたことについて

は大変申し訳なかったと考えているところであるけれども、私どもとして、あの段階で農産

加工施設を候補地から外すということは、事務局としても判断はしにくかったと考えている。 

 

（委員長） 

  先ほど、委員から意見もあったが、区長会のアンケートは十分に検討を行い、説明を行っ

た上、配慮されたものであるというご意見をいただいた。 

  この区長会のアンケート結果も含めて検討をいただき、地域住民にとって一番住民の意向

が尊重される場所として、アンケート結果で一番多かった現東郷病院敷地が新診療所の整備

地として望ましいということでよろしいか。 



（委員） 

  先ほど、委員がおっしゃられたが、比較表で判断できずに回答をした方がいたということ

であったけれども、結果的にこれで住民は納得しているという理解でいいのか。やはり、み

んなが納得した上で議論するということに前回会議ではなっていたので、東郷地域の人の意

見を聞かなければ、私たちははっきり言って分からない。 

一番適当な場所であるということで、検討した結果、最初は農産加工施設を整備地として

決めたが、前回会議で、地域住民の意見が集約できていないということで、再検討する方向

になった。 

東郷地域の人たちがお互いに、まちづくり協議会と区長会に意見の相違があると、私たち

は分からない。 

そのため、まちづくり協議会が納得しているのかどうかということをお聞きしたいと思っ

ている。 

 

（委員） 

  最初の説明のときにお話をしたと思うけれども、同封された比較表を見ている人はほとん

どいない状態であると私は判断している。 

  それは、私の地区は、封筒に入ったアンケート調査用紙を病院のアンケート調査用紙です

と言って、全然説明もなしに置いていかれた。 

  一ヶ月の期間にいろんな人と病院の話をしても、アンケート調査の内容について話題に上

ることは全くなかった。アンケート調査用紙の比較表の内容は理解できたか聞いても、分か

らないということで、見る気もしないというのが大半であった。 

  その中でも、結局、問題になっているというのは、テレビなどを見て分かっている。結局、

そんなにごたごたするのであれば、現位置で良いのではないかという意見が大半であった。 

  そういう気持ちであったので、冒頭に果たして適正な判断材料が与えられたのかという投

げかけをしてみたところである。 

  まちづくり協議会としては、まちづくりの一環として、コンパクトシティで道の駅周辺を

核にした、まちづくりを基本方針に据えているので、道の駅周辺が一番良かったとは思って

いるが、冒頭で話したように、住民のアンケート調査で 50％以上が、現在地という結果であ

ることから、それについては、まちづくり協議会の役員会の中でも、住民がそういう意向で

あれば、しょうがないという結論を出したところである。 

 

（委員長） 

  まちづくり協議会、区長会の会議でも了解されたということで、アンケートの結果を尊重

するということでよろしいか。 

 

（委員） 

  私も商工会、出荷者協議会の会長からいろいろと意見を聞いた。聞いたというか、意見を

言われたわけであるけれども、その中で、いろいろと一方的な異論を話す方もいらっしゃっ

たが、要は、それではどうすれば良いのかということを最後に聞いたところ、農産加工施設

でなければどこでも良いということが、反対の要望書を出している方の意見であった。要望

書は団体の会長名で出されているが、果たして、会長が団体の総意として意見を聴取したの



か、そうでなければ、会員から、私は何も聞いていないなどの意見が出てきた場合、また別

の問題が出てくる。そのようなこともあり、区長会としても非常に迷った点がある。 

  そのため、さっき言ったように区長会に対する質問も、会長の個人的な意見なのか、会の

総意として出しているのか、ということを確認した方が良いのではないかというような意見

もあった。 

  ただ、しこりを残すようなやり方では、後々問題も出てくるということで、丁寧に回答は

行ったところである。回答を持って行ったときに、口頭でちゃんと説明してもらえば我々は

質問は出さなかったというような返事があったようである。そのようなことで、区長会とし

ても心外な部分がある。 

  そういう経緯もある中で、やはり住民には正しく伝えて、正しく選択していただくという

ことで、それぞれの区の中で、末端までそういった説明は行き届かなかったところはあった

かもしれない。 

  しかし、それは、その区の区長の判断というか、班長の判断もあったのであろうと思う。 

  少なくとも、しっかりと説明した区もあることを踏まえ、得られた結果ということで、区

長会としては住民の総意であるということで意見統一しているので、我々としては先ほど冒

頭にも言ったように、現東郷病院敷地でお願いしたいと考えている。 

 

（委員） 

  私は、地区外であるので、発言を控えた方が良いかと思ってはいるが、最終的に今日、整

備地が決まるということで、一言だけ申し上げる。感想にはなるが、先ほど、委員もおっし

ゃられたが、前回までの経緯の議論と、かなり積み重ねた部分が確かに壊れてしまったとい

うのは、検討委員会の立ち位置にも触れるような部分は確かにあると感じた。そのような発

言も前回会議でしている。 

  ただ、やはりそうは言っても、地域住民の声を改めて吸い上げていただいた上で再度検討

するということは、前回会議で決まった部分があったので、それを持ち帰って、区長会とい

う組織が、必要な手順踏み、説明を行いながら、可能な限りやられたアンケートの姿であっ

たというのを改めて感じた。 

  期間も十分である。選ぶだけであれば一週間も要らないわけである。ただ、それでも一ヶ

月の期間を設けていただき、さらに、周りで議論したり、確認したりということの時間を使

った中で出てきたアンケートであるというのを改めて今、説明いただき、見せていただいた。 

  結果的に、大事なのは配布数に対する回収率である。どれくらいの回収が実際あるのかと

いうのは、とても大事であると思う。この件に関しては、とても高い回収率であることが大

前提である。これがないと、あとのパーセントというのは、実数としてまた違ってくる。そ

の中で、現東郷病院敷地が 50％を超えているというのは、やはり重く、総意として、先ほど

委員が言われたとおりであると思うので、私は、このアンケートを取った目的と意味が前回

の会議の中で決められたと思っている。 

  最大限の方法と周知でやられたアンケート結果としてここに出ているとすれば、委員も言

われたことももちろんあるが、改めてこれは総意として再確認をして、慎重を期して、この

アンケート結果を前提として、ここで最終的な総意として結論を出すのが手順になると感じ

たところである。 

 



（委員長） 

  以上のような意見が出たところであるが、十分、皆さんが検討された結果が、アンケート

結果を基に、現東郷病院敷地を新しい診療所の整備場所に決定するということでよろしいか。 

  ご意見はないということで、ただいまの検討を振り返ると、新診療所の整備候補地につい

ては、皆さまからいろいろとご意見をいただいたが、検討に検討を重ねた結果、現東郷病院

敷地を整備地とするということにしたいと思う。 

 

４ 事務局説明 

 日向市立東郷診療所（仮称）基本構想（案）について事務局から説明。質疑・意見等は次の

とおり。 

 

（委員） 

  基本構想修正案の説明をいただいたが、アンケートに同封していた候補地の比較表を見た

ときに、買い物についての記載があるけれども、どうしてもこだわる必要があるのか。以前

から何度も言っているが、やはり日常の買い物ができる施設にどうしてもこだわらないとい

けないのか。その辺が私は理解できない。 

  それと、今回、現東郷病院敷地ということで、先ほど、皆さんの了解を得られたところで

あるが、やはり、この書き方も、総合保健施設や郵便局等があるとなっているけれども、社

協もあるし、特別養護老人ホームもあり、福祉関係と連携できる施設があるわけである。そ

ういったことを、しっかり書いてもらってもいいのではないかと思う。以前、平成 25年頃に

作成したものには書いてあったのではないかと思う。買い物等ができる施設が少ないという

のは、選定の大きな条件になるのか。 

  私は、その辺はやはり、一番は市民の健康を守る視点から考えるべきではないかと思う。

買い物ついでに病院に行くという発想があったことが、やはりこういった混乱を招いた原因

ではないかと私は思う。 

  それと、先ほど、医師住宅の解体について説明があったが、今、使用している医師住宅は

残すという認識で良いか。 

 

（事務局） 

  利便性の一つとして、買い物というものを思っていたところである。委員から話のあった、

福祉関係の連携というところもあるので、そういった評価についても入れられないか検討さ

せていただきたいと思う。 

 

（委員） 

  先ほど、委員から意見のあった部分に触れることになるが、これまで議論してきた事実が

あるわけであり、そこは変えられない部分であると認識している。それを前提でずっと議論

して積み重ねたものがあるので、そこは整理されているわけである。 

  しかし、整備地については、やむなく、やはり住民のアンケートが求められるのではない

かという整理をした上で、アンケートの結果がこうであったと記載している。やはり、記載

していることが事実であるので、今のままの記載を求めたいと思っている。 

 



（委員） 

  前から議論しているように、多くの方がやはり東郷地域の現状からすると、利便性を一番

に言う。実際、委員もご存じとは思うが、東郷では小さな商店がもうなくなってしまって、

買い物難民というか、そういった状況が起きつつある。一番必要なものが揃っているところ

は、道の駅のスーパーである。 

  そのようなことから、そこに診療所があれば、要するに、診療所に行ったついでに買い物

ができるといった、利便性をやはり住民は強く求めているわけである。そういった意味では、

道の駅構内がいいのではないかということになった経緯がある。 

そのため、買い物の視点を消してしまうと、要するに、これまでの議論というものが全く

意味をなさなくなってしまうので、これはしっかりと記載しておいてほしいと思う。 

 

（委員） 

  まちづくり協議会としても、先ほど申したように、道の駅周辺を核としたまちづくりを進

めようとしている。現在のデマンドバスでは買い物もできないということで、まち協自体で

は、診療所と商業施設のシャトルバス運行も考えている。 

  そういったことを考えると、やはりこの文言は診療所の建設予定地について、重要な問題

であると認識している。 

 

（事務局） 

  今、ご意見をいただいたが、やはり、今まで議論した過程があることから、文言を残す方

向で考えたいと思う。 

  ただ、福祉との連携という部分は確かに、現東郷病院敷地ということであれば、建物が側

にあるので、何らかの形で反映させることができないかと思っている。 

 

（委員） 

  利便性の考え方は分かった。 
  地域のそういった実態というか、買い物や交通アクセス等の視点を考えたということであ

ると思うので、選択肢の中に入れてきたということであれば、やむを得ないかと思う。 
  あと一つ思ったのが、整備費用の根拠というのが、分かりづらいというのがあるけれども、

これはそれなりの積算を十分されたと理解して良いのか。実際に整備した際に、極端に違う

ということはないのか、確認をしておきたい。 

 

（事務局） 

  これはあくまでも概算ということで、まだ正式な建物の施設面積や諸室構成なども決まっ

ておらず、この概算費用の中には、施設の医療機器についても含まれているが、これはまだ

一定の条件の下に、試算したものとなっているというところでご理解いただきたいと思う。 

  今後、基本計画や基本設計を検討する中で、より詳細な内容が決まっていくことにより、

事業費がある程度固まってくると思っている。 

  そのため、これはあくまでも、同じ施設を建てたときの比較としての参考値ということで

ご理解いただきたいと思う。 

  一番下段にも記載しているが、確定しているものではないということで、ご理解いただけ



ればと思っている。 

 

（委員） 

  25 ページの検討結果について、表現の仕方であるが、この中でやはり地域住民や関係団体

から様々な意見が出されたということに重きが置かれているような気がする。委員も言われ

たように、保健・医療・福祉の連携、地域包括ケアシステムといったことを進める上におい

ては、やはりこの現東郷病院敷地が適当であるという、その辺の表現もしていただければ思

っている。 

  16 ページに新しい診療所の姿というのが示されているが、地域に寄り添う診療所、健康増

進の拠点となる診療所、そういったことが実行できるような場所ではないかと感じているの

で、ここに付け加えていただければと思う。 

 

（事務局） 

  その点についても、盛り込めないかということで考えさせていただきたいと思っている。 

 

（委員） 

  今の事務局の説明を補足するが、25 ページの検討結果というところは、最初の段落に、第

５回までの各検討の中身を記載している。そして、いろんな意見が出たことにより、再度検

討することとなったということで、これは実際の経過であるので、こういった書き方をせざ

るを得ないと思う。 

  そのあと、区長会の取組と検討委員会の協議について書いているわけである。 

  本日の協議を経て、この三つ目の段落のところで、そのような結果を踏まえて検討委員会

において再協議したところ、当然アンケート結果の尊重という話もある。今も委員がおっし

ゃった、現東郷病院敷地になることでの利点についても表現を膨らませるべきであると考え

ている。何度も検討委員会を開くというのもご迷惑をかけることから、今日の議論を踏まえ

て、こういったところを調整させていただいて、最終的に構想案としてまとめさせていただ

きたいと考えている。本日は、議論いただいて構想案として暫定で認めていただき、委員長

に一任いただければ、事務局で調整したいと考えているので、お気づきの点を言っていただ

ければと思う。 

 

（委員） 

  今、委員が言われたように、16 ページ、17 ページに書いてある基本コンセプトで、これに

保健・医療・介護・福祉の架け橋となる診療所とあるが、これを考えるとやはり、今のそう

いう医療と保健と福祉の連携が図られるところというような位置づけで、こういうコンセプ

トにも合致するところとして、整備することは妥当であるということが、検討委員会の中で

も意見として出されたということが場所の選定の中に出てくれば、つながっていくのではな

いかと私は思う。 

  そのようなことから、一番大事であるのは、16 ページ、17ページに書いてある、この基本

コンセプトをしっかりと実施、機能を持たせる診療所になることであると思う。そのために

は、場所の選定にも、このコンセプトにしっかりと合致するものであるというようなことを

結びにしていただくと良いのではないかと思う。 



（委員長） 

  他に意見はないか。 

  特に意見がないようであるので、日向市立東郷診療所（仮称）基本構想（案）については、

これで終わらせていただく。よろしいか。 

 

５ その他 

 次回会議日程等について事務局から説明。 

 

「日向市立東郷診療所（仮称）整備検討委員会（第六回）を終了 

 


